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第66回: 十二指腸乳頭部癌の一例
(H23.7.22)

木田　光広 (司会・主治医，消化器内科学)，別當　朋広 (担当医，消化器内科学)，

一戸　昌明 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症　例: 78歳女性

主　訴: 特記なし，化学療法導入目的

家族歴: 父・母; 脳梗塞，兄; ALS

既往歴: 高血圧，高脂血症

生活歴: 飲酒; なし，喫煙; なし

現病歴

　○○年健診にて胆道系酵素の上昇を認め近医にて経

過観察されていた。○月から発熱や黄疸の出現と消失

を繰り返し，食欲不振も出現したため，他院を受診し

採血上肝機能障害を指摘され，○月に癌研有明病院を

紹介受診した。生検および精査にて十二指腸乳頭部

癌，肺転移cT4NXM1，cStage IVbと診断された。

ENBD (endoscopic nasobiliary drainage) にて減黄後metalic

stentにて内瘻化を行った。その後化学療法目的で○月

○日に当院を紹介受診した。

初診時現症

　BT; 37.0℃，BP; 140/62 mmHg，HR; 60/min整，意識;

清明，皮膚; 黄染，表在リンパ節腫脹 (-)，眼瞼結膜; 貧

血 (-)，眼球結膜; 黄疸 (+)，心音; 純，腹部; 軟，蠕動

(+)。

初診時検査結果 (○○/○/○)
(血算) WBC 4,200/μl，RBC 347万/μl，Hb 10.9 g/dl，Ht

33.2%，Plt 30.5万/μl

(生化学) TP 7.1 g/dl，Alb 3.6 g/dl，T. bil 1.4 mg/dl，D. bil

0.9 mg/dl，AST 38 IU/l，ALT 40 IU/l，ALP 1,006 IU/l，

γ-GTP 262 IU/l，Ch-E 140 IU/l，LDH 133 IU/l，AMY

178 IU/l，Glu 98 mg/dl，BUN 8 mg/dl，Cr 0.50 mg/dl，

Na 137 mEq/l，K 3.7 mEq/l，Cl 101 mg/dl，Ca 8.9 mg/

dl，CRP 0.19 mg/dl

当院受診後経過 (図1)
　○月からGEM + S-1療法を開始し，以降○○年○月

までにGEM + S-1療法を計18コース施行した。また経

過中にステント閉塞による発熱を繰り返し，○○年○

月，○月にE R C P  ( e n d o s c o p i c  r e t r o g r a d e

図1
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cholangiopancreatograph) によるステント交換，採石術を

施行した。○月に腰痛の出現，発熱，食指不振の増悪

を認めたため入院となり，○月○日にステント交換を

施行した。腰痛については腰椎L2圧迫骨折が原因と診

断された。退院後○月からGEM単剤療法に変更し，○

月まで3コース施行したが，経過中に食思不振やステン

ト閉塞が原因と考えられる発熱を認め，○月○日にス

テント交換し，GEM単剤療法を○月までに計5コース

施行した。

　○月下旬に自宅にて転倒し，L5腰椎圧迫骨折の診断

にて○月○日当院整形外科入院となったが，全身状態

不良のため消化器内科転科となった。

最終入院後経過

　転科後中心静脈栄養管理とし，腰椎圧迫骨折に対し

てはコルセットによる保存的治療と麻薬による疼痛管

理を行った。また全身状態悪化から化学療法継続困難

のため，Best supportive careの方針となった。○月に吐

血を認め，原発巣からの出血が考えられたが，GFによ

る止血は困難と判断し，対症療法としてRCC輸血にて

対応した。○月初めより意識低下を来たし，原病の進

行により○○年○月○日に死亡の転帰をとった。

最終入院時検査結果 (○○/○/○)
(血算) WBC 5,400/μl，RBC 238万/μl，Hb 7.4 g/dl，Ht

22.7%，Plt 25.0万/μl

(生化学) TP 5.8 g/dl，Alb 2.9 g/dl，T. bil 0.9 mg/dl，D. bil

0.4 mg/dl，AST 34 IU/l，ALT 19 IU/l，ALP 959 IU/l，

γ-GTP 167 IU/l，Ch-E 81 IU/l，LDH 200 IU/l，CK 63

U/l，AMY 39 IU/l，Glu 133 mg/dl，BUN 13 mg/dl，Cr

0.50 mg/dl，Na 138 mEq/l，K 3.8 mEq/l，Cl 102 mg/dl，

Ca 8.3 mg/dl，CRP 2.64 mg/dl

病理解剖所見

A. 主病変
1. 十二指腸乳頭部癌 (化学療法後の状態)

1) 既往組織

　十二指腸生検: adenocarcinoma

2) 剖検所見

　　十二指腸乳頭部に6 × 6 cm大の中心に潰瘍を伴う

腫瘍を認めた (図2)。割面上腫瘍は白色調で，周囲の

膵臓，後腹膜及び拡張した総胆管にも腫瘍の浸潤を

認めた。

　　組織学的には，管腔構造を示す高〜中分化主体の

adenocarcinoma (図3) で，部分的に低分化成分が混在

していた。背景には高度の壊死を伴っていた。ま

た，脈管侵襲や神経周囲浸潤も散見された。免疫染

色上腫瘍細胞は，CK7 (-)，CK20 (+)，chromograninA

(-)，synaptophysin (-)， NCAM (neural cell adhesion

molecule) (-) であった。

3) 転移

a) 肝臓 (1,580 g)

　　肝臓の5割程度が腫瘍の転移で置換された状態

で (図4)，一部門脈を圧排していた。また門脈内腫

瘍栓や肝静脈内塞栓も確認され，周囲の残存肝実

質では高度の肝うっ血と肝細胞の脱落を呈してい

た。

図2
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b) 肺 (350/400 g): 径2 cm大までの多発性転移

c) リンパ節: 膵周囲リンパ節，胃噴門部リンパ節，

肝門部リンパ節

d) 骨髄: L1

4) 治療

　化学療法 (GEM + S-1)

B. 随伴病変
1. [敗血症疑い ]

    　膵周囲及び肺の一部に膿瘍の形成と散在性にグラ

ム陽性球菌塊が見られた。

2. 胸水 (100 ml/300 ml)・腹水 (1,300 ml)

3. 肝臓の高度のうっ血と変性・壊死

4. 大腸のfocalな虚血性変化

5. 心褐色萎縮 (200 g)

6. 骨折 (Th11, L1, L2, L5)

7. 黄疸

C. その他の病変
1. 軽〜中等度の大動脈粥状硬化

2. 子宮頸部のびらん

3. 身長148 cm, 体重36.6 kg

D. 総括
　剖検にて，十二指腸乳頭部に6 × 6 cm大の潰瘍を伴

う腫瘍を確認した。腫瘍は高〜中分化主体の

adenocarcinomaで，周囲の総胆管，膵臓に進展してい

た。転移は肝臓，肺，副腎，骨髄，リンパ節で確認さ

れた。特に肝臓は5割程度が腫瘍で置換された状態で，

肝不全の状態であったと考えられる。骨折部は複数確

認され，一部で癌の転移が確認された。

　死因は，癌の広範な肝臓転移による肝不全が最も考

えられる。


